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の現代に生きる私たちは、あらゆる状況の中で確固
たる答えを得ることがとても難しいように感じられま

す。本展キュレーターの青木は、社会における矛盾や不確
かさを前向きに受け入れ、思考を続けることの方法として、
『逡巡のための風景』
を企画しました。昨年5月から始まっ
たリサーチでは、アーティストとその周辺から続く
「生活」
の場を丁寧に観察し、対話を重ねることで、今回の展覧会
の可能性を広げてきました。
福知山市を拠点に
「山山アートセンター」の構想を広げ
るイシワタマリは、山々の景色とそこに住む人々による創
造的なことがおこる場所こそがアートセンターたりえるの
ではないか、と日々実践しています。イシワタの活動を京
都芸術センターという既存の施設に一時的にインストール
するとき、来場者にとって
「アートセンター」
とは何を意味す
るのか、身体的に再考する機会となるはずです。
京都市中心部から車で1時間ほどに位置する大原大見
町（左京区）で活動する大見新村プロジェクトは、集団離村
によって廃村となった土地で、新たな村のありかたを模索
するコレクティブです。住む人がいなくなってしまった場所
に、人々が継続的に通うことで引き出される様々な体験に
は、専門的な知識や経験にとらわれない人と土地の関わ
りの方法が見出されます。
八幡亜樹の新作映像インスタレーションは、医療分野へ
のフィールドワークから展開されます。モキュメンタリーの
手法を特徴とする彼女が紡ぐ物語には、報道とは一線を
画するリアリティがあります。私たちが生きる世界と地続き
ながらも、どこか「現実よりも現実らしい話」に、時折恐れ
を感じることがあるかもしれません。それと同時に、創作
が持つ、現実に立ち向かうための普遍的な力をみることが
できるでしょう。
有数の観光都市である京都の中心部に位置する芸術セ
ンター内に現れる、NPO法人スウィングの
「観光案内所」
も
見逃せません。スウィングの日常を芸術センターに接続し
ながら、いつもの日々がいかに切実なものであるのか、ユー
モアに満ちた問いを私たちに投げかけます。
ほかに
「とまどいのラジオ」
と称して、本展キュレーター
の青木が様々な場・人と収録したラジオをウェブ上で公開
しています。異なる立場の意見を、聞きそしてラジオとして

山山アートセンターをつくる photo by Kei MARUYAMA
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イシワタマリ

1983年横浜市生まれ、京都
府福知山市在住。 2006年慶
應義塾大学文学部社会学専
攻卒業後、AIRでスペイン・バ
スクやベルリンに滞在（2007－
2009）。2015年以降、京都府～
photo by Utaco MIZUTA
広く山陰地域＝
「このあたり」
を
舞台に
「山山アートセンター」構想を展開。自らの生活上の悩みを
糧にしながら
「とにかく生きようとする人のネットワーク」
をつくる。
2018年より高齢・障害・児童の複合型福祉施設Ma・RooTs（みね
やま福祉会、京都府宮津市）
広報兼アートコーディネーター。

大見新村プロジェクト

京都市左京区の山間にある鯖
街道沿いの無住集落「大見」
を
フィールドに、今だからこそ可
能な都市と里山の関係を見出
し、新しい村のカタチを探るプ
ロジェクト。 2012年から活動
を開始し、メンバーの多くが都市でしか暮らしたことがないという
状況の中、セルフ土木、古民家改修、開墾、炭作り、狩猟などに
ときに失敗しつつも果敢に取り組んでいる。そうして廃村からさま
ざまな経験を引き出し、数百年にわたって続いてきた環境をこれ
までとは異なる仕組みで持続させようと試みている。

八幡亜樹（やはた あき）

1985年東京生まれ、北海道育
ち。東京藝術大学大学院先端
芸術表現専攻修士課程修了。
映像インスタレーションをあら
ゆる
「生きること」のための思
考装置と捉え、取材をベース
とした制作を行っている。主な 八幡亜樹 新作《△》より
考古資料提供：石川県埋蔵文化財センター
展覧会に、
『楽園創造（パラダイ
（gallery αM、東京、
ス）— 芸術と日常の新地平— vol.7 八幡亜樹』
（Lalit Kala Akademi、インド、2012）
2014）
、
『Journey to the West』
、
（森美術館、東京）
、
「六本木クロッシング 2010展：芸術は可能か? 」
（水戸芸術館、茨城、2010）
など。
『REFLECTION』

流すことで、他者について想像力を働かせることを、ごく
自然に実現できるのではないでしょうか。モヤモヤと思い
悩み簡単に結論を出さないことを肯定的にとらえ、多様な
人々の営みから立ち上がる
『逡巡のための風景』
に、どうぞ
ご期待ください。

展覧会やアートセンターという既存のフォーマットを有機的に拡張しつつ進化する
「風景」
を見に、ぜひ何度もお運びいただければと思います！
平野春菜（アートコーディネーター）

青木彬（あおき あきら）
1989年東京都生まれ。首都大学東京インダストリアルアートコー
ス卒業。プロジェクトスクール@3331第一期修了。これまでに様々
なアートプロジェクトの企画・運営に携わる。近年の主な企画に、
（ 清里現代美術
『「未来へ号」で行く清里現代美術館バスツアー！』
（SNOW Contemporary、
館、山梨、2014）
、
『中島晴矢個展 麻布逍遥』
（ 天王洲アイル、東京、
東京、2017）、
『根をもつことと翼をもつこと』
2017）
などがある。
『ソーシャリー・エンゲイジド・アート展：社会を
（3331、東京、2017）
キュラトリアル・アシスタ
動かすアートの新潮流』
ント、
「黄金町バザール2017－Double Façade 他者と出会うため
の複数の方法」
アシスタント・キュレーター。
「ファンタジア！ファンタ
ジア！－生き方がかたちになったまち－」
ディレクター。
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日時： 2月19日（火）
－3月31日（日）10:00－20:00 ※会期中無休・入場無料
会場：ギャラリー北・南 ほか
出展：イシワタマリ、大見新村プロジェクト、八幡亜樹
ゲストキュレーター：青木彬（インディペンデント・キュレーター）
［特別企画］

Swing観光案内所
「他人ごと面してんじゃねーよ」
京都市上賀茂を拠点に、これまでの
「障害福祉」
の枠を超えて
「一市民」
として既存
の仕事観や芸術観に疑問符を投げかけながら様々な活動を展開するNPO法人ス
ウィング。
「ただあることを認めあう」
スウィングの日常に繋がる観光案内所が京都
芸術センターに現れます。詳細は随時ウェブサイト等で告知します。
とまどいのラジオ
「逡巡」
をテーマに様々なゲストを招いたトーク音源をウェブ上で順次公開。
WEB：https://soundcloud.com/user-827476320
［関連企画］
ギャラリーツアー
ゲストキュレーター・出展アーティストと一緒に本展をご案内します。
日時： 2月23日（土）13:00 集合：ギャラリー南
オープニングパーティ
日時： 2月23日（土）16:00

会場：ミーティングルーム2

※無料・事前申込不要 ※イベント情報（P2）もご覧ください
（5月20日）
トークイベント
「ローカリティと場所づくり」

NPO法人スウィングでのリサーチ

大見新村プロジェクトとの設営ミーティング

1

料金：一般1,500円、学生1,000円
障害者手帳提示の方700円
定員：60名
主催：Sun Sketch
共催：京都芸術センター
各種イベント申込方法（別途記載のあるもの、共催事業、制作支援事業は除く）
催し名・住所・氏名・電話番号を添えて、ウェブサイト申込フォーム、TEL、FAXで事前にお申込くだ
さい。チケット窓口でも受け付けます。
※

印の公演は、京都芸術センター友の会のご招待券・ご優待割引対象公演です（制作支援事業は京都芸術センターチケット窓

口取扱公演のみご優待。共催事業はご優待対象外）その他、友の会特典詳細についてはウェブサイトをご覧ください

※京都文化芸術コア・ネットワークプロジェクト

ライブラリー
「あの人の、おすすめ本」
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（火）
（日）
日時： 2月19日
－3月31日
10:00－20:00

※会期中無休・入場無料

会場：ギャラリー北・南 ほか
出展：イシワタマリ、大見新村プロジェクト、
八幡亜樹
ゲストキュレーター：青木彬（インディペンデント・
キュレーター）

［特別企画］
Swing観光案内所
「他人ごと面してんじゃねーよ」
※詳細はウェブサイトをご覧ください

とまどいのラジオ
WEB：https://soundcloud.com/user-827476320
［関連企画］
ギャラリーツアー
日時： 2月23日（土）13:00
集合：ギャラリー南
オープニングパーティ
日時： 2月23日（土）16:00
会場：ミーティングルーム2
※無料・事前申込不要
※Topic01（P1）もご覧ください

伝統
伝統芸能文化創生プロジェクト
第4回「先覚に聴く」
「東北学」の提唱者として知られる民俗学者・
赤坂憲雄氏を招き、鹿踊をはじめとした東北
の民俗芸能についてお話しいただきます。
日時： 3月21日（木・祝）15:30－17:00
会場：フリースペース
話し手：赤坂憲雄（民俗学者）
聞き手：小岩秀太郎（東京鹿踊代表）
料金：無料
定員：50名（先着順／要事前申込）

みみききプログラム #2
素謡の会「うたいろあはせ」第3回
劇団「地点」
とのコラボレーション。演劇の声
と、能楽の声を聞き比べます。この会だけの
実験的な試みをお楽しみいただきます！
日時： 3月28日（木）
受付18:00 開場18:30 開演19:00
会場：大広間（待合：講堂）
演目：素謡
『車僧』
（作：秋元松代）ほか
地点
『七人みさき』
出演：浦田保親、大江信行、田茂井廣道、
深野貴彦
ゲスト：劇団
「地点」
料金：前売1,500円／当日1,800円
※みみききプログラム共通の半券割引が利用できます

演劇
KAC Performing Arts Program 2018
/ Contemporary Theater
「Re-search and Re-direction：
かかわりの技法」リサーチ報告会
日時： 2月28日（木）18:00－21:00
会場：講堂
登壇：山口惠子、川那辺香乃（BRDG）ほか
料金：無料
定員：30名（先着順／要事前申込）
※Topic03（P4）もご覧ください

演劇計画Ⅱ-戯曲創作「S/F ―到来しない未来」
KAC S/F Lab.オープンラボvol.7
「科学と虚構」
日時： 3月23日（土）14:00－18:00
会場：フリースペース
登壇：松原俊太郎、山本健介（委嘱劇作家）、
佐々木敦（批評家）、篠田千明（演出家・
作家）、松葉祥一（同志社大学嘱託講師）、
森山直人（演劇批評家、京都造形芸術大学
舞台芸術学科教授）ほか
料金：無料
定員：50名（先着順／要事前申込）
※Topic04（P4）もご覧ください

音楽
KAC Performing Arts Program 2018/ Music

＃2 増田真結×田中遊 新音頭『告白』
日時： 3月17日（日）開場15:30 開演16:00
会場：講堂
構成：増田真結、田中遊
作曲：増田真結
（ピアノ）
（ギター）
出演：田中遊（声）、
中村圭介
、
山田岳
原作：町田康『告白』
料金：一般前売2,000円／当日2,500円、
学生1,500円（前売・当日共）
※Topic02（P4）もご覧ください

みみききプログラム ＃1
明倫レコード倶楽部「喜怒哀楽のレコードの旅」
［其ノ68］楽の会
日時： 3月2日（土）開場13:30 開演14:00
会場： 講堂
（作家）
講師： いしいしんじ
曲目：ナット・キング・コール「スマイル」ほか
料金： 500円（1ドリンク付）

ダンス
KAC Performing Arts Program
2018 / Contemporary Dance
ダンスを語る言葉
トーク
「おもしろい！ダンス映像を観て語る会」
ゲストのダンサー・振付家がおすすめダンス映
像を紹介。その踊りの魅力を存分に語ります！
vol.1
日時： 2月25日（月）19:30－21:00
（KIKIKIKIKIKI）
ゲスト：きたまり
vol.2
日時： 3月26日（火）19:30－21:00
ゲスト：塚原悠也（contact Gonzo）
会場：ミーティングルーム2（両日共）
「ダンス批評を書いた後に話す」
／
「ダンス＆プロセス」報告会
1月に開催した試演会と、批評プログラムで執
筆された批評を参照しながら、作品が発展し
ていく環境についてディスカッションします。
日時： 3月22日（金）18:30－21:00
「ダンス批評を書いた後に話す」
登壇：竹田真理（ダンス批評家）、公募執筆者
「ダンス＆プロセス」報告会
登壇：余越保子、山下残、試演作家
会場：フリースペース
料金：無料
定員：30名（先着順／要事前申込）

アーティスト・イン・レジデンスプログラム
2018：エクスチェンジ滞在制作報告会
今年度、京都芸術センターが派遣した3組の
アーティストの報告会。田村興一郎はソウルダ
（ソウル）
ンスセンター
、相模友士郎はGRANER
（バルセロナ）
、野村香子と合田有紀はQuartier
（ケルン）
に滞在しました。
am Hafen
日時： 3月10日（日）15:00－17:30
会場：ミーティングルーム2

※休室日：2月28日（木）

会場：図書室

明倫ワークショップ
京都芸術センター制作室で創作活動を行う
（参加無料）
アーティストによるワークショップ。

京都フィロムジカ管弦楽団
「京都フィロムジカ管弦楽団室内演奏会」
日時： 3月3日（日）13:00－14:00
会場：制作室12
定員：20名

烏丸ストロークロック
「【シニア向け】演劇
の訓練を使って、感覚を広げよう②」
日時： 3月4日（月）10:30－12:00
会場：制作室12
定員：8名
対象：65歳以上
※動きやすい服装でお越しください

きたまり
「『あたご』公開稽古」
古くから火の神として信仰を集めてきた愛宕
山を題材にした新作舞踊『あたご』の稽古を
公開します。
日時： 3月5日（火）19:30－21:00
会場：制作室7
定員：12名

三原聡一郎
「表現者の為の電子工作ワークショップ」
電子メディアによるインタラクティブなコンテ
ンツを作るための導入ワークショップ。経験
者には個別にアドバイスも可能です。
日時： 3月8日（金）18:00－19:00
会場：制作室1
定員：5名
対象：小学生高学年以上

（演
登壇：田村興一郎（ダンサー、振付家）、相模友士郎
出家）
（ダンサー、振付家）
、野村香子、合田有紀

トーク
『映像歳時記 鳥居をくぐり抜けて風』
上映＋トーク
日時： 3月23日
（土）16:00-19:00
会場：講堂
トーク出演：池田将（撮影・編集・監督）、小笠原
高志（脚本・プロデューサー）、唐澤太輔

日常的な動作から振付をつくり踊りましょう。
日時： 3月29日（金）19:30－21:00
会場：制作室7
定員：12名
持物：飲み物、汗を拭くもの

JCDN
『DOCUMENT Dance Camp!』
昨年12月に城崎国際アートセンターで実施し
た
「ダンサーのための実践的パフォーマンス・
ワークショップ」
を、参加者による実演や、講
師によるプレゼンテーションで紹介。
日時： 3月21日（木・祝）13:00－16:30
一部 13:00－14:45
二部 15:00－16:30
会場：講堂
講師：寺田みさこ・余越保子（一部）
康本雅子・みずのりつこ（二部）
料金：無料（要事前申込）
主催・問合せ：JCDN
E-mail：pwwc@jcdn.org

K AC セレクション
Monochrome Circus
『FLOOD』Dance Performance

日時： 3月1日（金）19:30
2日（土）16:30／20:00
3日（日）14:00
会場：フリースペース
料金：一般前売3,000円／当日3,500円
学生前売2,500円／当日3,000円
演出：坂本公成、森裕子
主催・問合せ：Dance & Environment
TEL：070-6500-7242
E-mail：mc@monochromecircus.com

制作支援事業
O land Theater 短編上演#2
ジャン・コクトー『声』
×サミュエル・ベケット
『あしおと』
日時：3月16日（土）19:00
17日（日）14:00  
会場：green & garden（中京区）
料金：一般2,500円（前売・当日共）
主催・問合せ：O land Theater
E-mail：o.land.theater@gmail.com
WEB: https://o-land-theater.blogspot.com

金沢舞踏館『ふいご少年と煙玉少女』
京都公演

土方巽没後30年を記念して
『病める舞姫』か
ら創作した作品。
日時： 3月5日（火）、6日（水）19:00
会場：フリースペース
料金：一般前売3,000円／当日3,500円
※学生は各500円引

主催・予約・問合せ：金沢舞踏館
TEL：090-9440-6903
E-mail：butohkan@spacelan.ne.jp

きたまり
『あたご』
日時： 3月23日（土）18:00
24日（日）15:00  
会場：右京ふれあい文化会館 ホール（右京区）
料金：一般2,500円、U25・70歳以上1,500円
主催・問合せ：ロームシアター京都
TEL：075-771-6051
WEB: http://circulation-kyoto.com

『CCMC 2019 Kyoto』

日本とフランスの電子音響音楽をアクースモ
（電子音楽を上演する音響システム）
ニウム
で上演。
日時： 3月8日（金）18:00、9日（土）17:00
会場：フリースペース

第253回市民狂言会
茂山千之丞襲名、おめでとう！ 公演

チケット取扱：京都芸術センター、大丸
京都店、高島屋京都店、チケット
ぴあ（Pコード：490-452）

O land Theater「『声』公開稽古」

平成31年度市民狂言会の年間席札を公
演会場にて先行販売します。
日時： 3月1日（金）開場18:30 開演19:00
会場：京都観世会館（左京区）
演目： 盆山、船渡聟、右近左近、神鳴
出演：茂山七五三、あきら、千三郎、
千五郎、宗彦、茂、逸平、千之丞
料金：前売2,500円／当日3,000円

後半フリートークと質問の時間を設けます。
日時： 3月10日（日）15:00－16:30
会場：制作室５
定員：20名

※その他のチケット窓口取扱公演：主催事業および

※団体券2,200円（20名以上）は京都芸術セン
ターにて取扱

主催：京都市

チケットぴあで取扱いのチケットは、電話、
ぴあ窓口、コンビニエンスストア（セブン・
イレブン、サークルＫサンクス）
の専用端末など
からご利用いただけます。
WEB：http://t.pia.co.jp
TEL：0570-02-9999

印の共催事業・制作支援事業

ユリイカ百貨店「台詞を読もう」
ラジオドラマ脚本を読み、短い会話劇を体験。
日時： 3月13日（水）20:00－21:00
会場：制作室12
定員：8名

BRDG「わたしのブンカ」
体を動かしてゲームをしたり、お芝居を作り
ながら
「わたしのブンカ」について考えます。
フィリピンのPETAという団体の俳優たちと共
同製作したプログラムです。
日時： 3月23日（土）10:30－12:30
会場：制作室12
定員：15名
対象：小学生
※動きやすい服装でお越しください

渡邉野子
「私だけの美しい世界を描く～2019春」
水で溶ける油絵の具を使い、小さなキャンバスに
あなただけの美しい世界を表現してみましょう。
日時： 3月23日（土）14:00－16:00
会場：制作室１
定員：10名
対象：未就学児は保護者同伴
料金：300円（材料費）
※完成した作品はお持ち帰りいただけます
※汚れてもよい服装でお越しください

※入場無料・事前申込不要

（哲学・南方熊楠研究）

2

展覧会『逡巡のための風景』
を企画する青木
彬さんによる選書を紹介しています。
日時： 1月5日（土）
－3月28日（木）
10:00－20:00

＃1 中川裕貴『ここでひくことについて』
（金）
日時： 2月22日
16:30(C) 18:00(A) 19:30(B)
（土）
23日
15:00(B) 16:30(C) 18:00(A)
（日）
24日
13:00(C) 14:30(B) 16:00(A)
会場：講堂、フリースペース、大広間
出演：中川裕貴（チェロ）、菊池有里子（ピアノ）、
横山祥子（ヴァイオリン）ほか
料金：【各演目（日時指定）】
一般前売1,500円／当日2,000円
学生1,000円（前売・当日共）
（30枚限定、前売のみ、予約時
【3演目通し
日時指定）
】
一般3,500円／学生2,500円

きたまり
「振付をつくって踊る」

※動きやすい服装でお越しください

※各種年齢別・学生料金は要証明書呈示

美術

料金：1日券1,500円／2日通し券2,000円
主催：音と音楽・創作工房116（ACSM116）
問合せ： ACSM116事務局
E-mail：acsm116@gmail.com

会場：制作室9
定員：12名

余越保子「SHUFFLEと山姥について」
作品紹介と山姥についてのプレゼンテーション
を行います。
日時： 3月27日（水）18:00－19:30
会場：制作室6
定員：15名
対象：未就学児は保護者同伴

デッサン体験教室参加者募集
えが
「みる、描く―デッサン体験教室」
ものの形や光と影を観察し、描き表す体
験です。
日時： 3月30日（土）14:00－16:00
会場：ミーティングルーム2
講師：芝田友司
参加料：無料
対象：小学4年生以上
定員：15名（先着順／要事前申込）
持物：鉛筆・消しゴム・着彩道具
主催：京都市、公益財団法人京都市芸
術文化協会

国際的に活躍する振付家、ダンサーらを
講師として招聘。ビギナーからプロのダ
ンサーまで様々なレベルのクラスを設け
たワークショップ、受講者以外にもオー
プンなプログラムを開催します。
日時： 4月19日（金）
－5月6日（月・祝）
会場：講堂 ほか
※各クラスの詳細と日程、料金については、
京都芸術センターのウェブサイトをご覧く
ださい

第40期制作室使用者募集

トラディショナル・シアター・トレーニ
ング（T.T.T.）2019 受講生募集

芸術家の活発な創作活動を支援するた
め、造形および舞台芸術作品の制作を
（全12室）
行う
「制作室」
を提供します。
使用期間：2019年10月1日（火）
－2020年3月31日（火）
使用料：無料
条件：
・ 一つの申請につき使用期間は最大3ヶ月
・ 新しい芸術表現を試み、継続的な活動
を展開していること
・ 制作した作品を京都芸術センター以外の
場で発表する具体的な計画があること
・ 市民との交流に対して意欲的であること
・ 明倫ワークショップの実施
・ 毎月実施の制作室連絡会への参加
〔必着〕
締切：3月31日（日）

受講料：一般90,000円／学生・アーティ
（審査あり）85,000円／リピー
スト
ター割引60,000円
〔必着〕
締切：4月30日（火）

広田ゆうみ＋二口大学
「からだで本をよむ 14」
宮澤賢治の童話を題材に、小さな朗読劇のよ
うな小作品をつくります。
日時： 3月28日（木）19:00－21:30

京都国際ダンスワークショップフェス
ティバル 2019 受講者募集

※詳細は要項及びウェブサイトをご覧ください

T.T.T.は、舞台芸術に携わる方を対象と
した3週間の伝統芸能トレーニングです。
期間：7月17日（水）
－８月10日（土）
応募条件：演劇・ダンスなど、舞台芸術に
関わる表現活動もしくは研究活動
を行っている方。原則として、オリエ
ンテーションから発表会までのす
べてのスケジュールに参加できる
方。伝統芸能を積極的に学ぶ意欲
のある方。国籍・年齢・性別は不問
定員：24名（能・狂言・日本舞踊 各コース8名
程度）

※随時選考を行い、応募者全員に郵送また
はメールで通知。定員に達し次第締切日
を待たず受付を終了する場合があります。

関西圏の公演•展覧会について、
若手レビュアーが月替りで執筆します。

演劇

音楽

なくなる。どこからどこまで技術的に媒介されているの

複雑な時空間を聴く

Jóhannsson》は、映画『メッセージ』
での、奇妙な超越

岡田正樹

ヨハンソン頌。ヘルメットの中で聞くような生々しい呼

か？ むしろ無媒介の演奏とは何か？ そんなことを思う。
《Trance [Bricolage iii] homage to Jóhann

平成忘れの大狂乱
岡田蕗子

論的形式を持つ存在との出会いを想起させる、ヨハン・
吸音と、無機的な重低音とのアンサンブルは、しかし前
者こそがテクノロジー的でフィクショナルな音空間の経

劇団不労社第五回公演
『忘れちまった生きものが、』
2019年1月12日（土）
－14日（月・祝）

験であり、後者こそがコントラバスのライブ演奏の賜物

Co-program カテゴリーA（共同制作）採択企画
Ensemble FOVE presents『TRANS』

撮影：松田ミネタカ

であることが面白い。
ズレた音律がどこか懐かしくもある
《Seesaw》、タブ

2018年11月27日（火）、28日（水）

浄土宗 應典院 本堂（大阪市天王寺区）

ラやドラムの間歇的なサウンドによる
《Melting Dance

京都芸術センター 講堂（京都市中京区）

きこもりであった優里子は家から一歩を踏み出す。

[Bricolage iv]》は、音響再生産と我々の身体との関係

実菜子が記憶を失う直前の演出が秀逸であった。村

を改めて問う。
《Untitled / fantastic》は、澄み切った

人らが家を出た瞬間、自動扉のようにぴしゃりと戸が閉

劇団不労社第五回公演
『忘れちまった生きものが、』

ヴァイオリンの演奏とエレクトロニクスの操作が接合さ

を大阪市の日本橋にある應典院で観た。劇団主宰で脚

まり、同時に家の明かりが点き静けさに満ちるのだが、

本・演出・出演の三役を兼ねる西田悠哉は学生劇団出身

その一瞬でそれ以前の大騒動が彼女の失われた数

ラシックの若い音楽家たちが集まり、組織された演奏集

他方、気になった点は、例えば速度を増しつつ反復

であり、出演する俳優のクレジットには
「うんなま」
や
「劇

十年の記憶であったように感じられた。優里子が躍る

団である。“TRANS”は、今回が世界初演で、ライブ演奏

するスケールや、演奏と照明の連動などによる、
「トラ

団冷凍うさぎ」
など学生劇団OBOGによる劇団名が連な

モーニング娘。の「ザ☆ピ～ス！」、新興宗教の教祖を

と音響メディア技術とを融合させた全8曲から成る。

ンスtrance状態」
への誘導と思しき演出がやや安直で、

る。放送禁止用語の連発やベタなコント、やたら過剰な

連想させる健蔵、ダウンタウンの浜田に似たお笑いコ

ここでの演奏と音響メディアの関係は、例えば「いま

ノリつっこみというような、いわゆる学生劇団の風味を

ンビの片割れ金田。テレビを賑わせたこれらのイメー

ここ」のライブ的時空間の補助手段として後者が用い

（その視覚的効果の追求を含め）
とはいえ、
クラシック音楽

最大限に生かしつつ、大胆に
「平成」
を引用・風刺した、

ジが平成の匂いを放ち、御仏村が平成の写し鏡のよう

られるといったものではない。私が体験したのは、ライ

が必ずしも主題的に扱ってこなかったテーマを大胆に

年忘れならぬ平成忘れのグロテスクな祝祭であった。

に見えてくる。理不尽な規律の強制や女性蔑視、暴力

ブと録音という異質な表現文化（少なくとも演劇と映画程

実践する公演に立ち会えたことは、大きな喜びである。

の連鎖のある
「限界集落」
とは、ガラパゴス日本のこと

度には異質である）の論理が結合し、目の前の風景に多

（11月27日19:30の回を鑑賞）

であったか。

数の孔が穿たれることで、複雑な時空間がデザインさ

物語は都心から数時間の限界集落「御仏村」の祭り
の夜の土村家の居間で展開する。土村実菜子（姉）
・優

60年代アングラ演劇の戯曲の中で「家」は国家を、

里子（妹）
・勝夫（弟）は両親の事故死を受けて母方の祖

れて初めて可能となる、本公演にふさわしい終曲だ。

Ensemble FOVEは、主宰の坂東祐大（作曲）のもと、ク

生理的、美的に物足りなかったことだろうか。

おかだ まさき／編集者、ライター●最近はホーミーを歌うのが日課で
すが、先日は久々に壬生寺の講へお邪魔し御詠歌・和讃を唱えました。

れる。そんな出来事だった。

母を頼り村へ移住し、姉を家長に民宿で生計を立てて

「孤児」は新時代を象徴するモチーフとしてしばしば使

会場中心部にはエレクトロニクスの機材、その周囲

いる。民宿には後に殺人犯と判明する狂人じみた尾形

われた。三人の孤児のひとり実菜子は、理不尽な暴力

に丸椅子の客席が並ぶ。さらにその周りを6台の立体音

や、関西弁を話す母方の従兄弟の良子、祭りを取材し

に耐え忍びやり過すうちに、とうとう
「忘れちまった生き

響スピーカーと6名の奏者・楽器がぐるりと囲んでいる。

に来た関西出身の野卑なお笑い芸人コンビらが泊まり

もの」
として動けなくなった。一方妹は、姉－即ち平成

観客は360度、からだの向きを変えながら鑑賞できる。

に来る。最初はごく普通の日常風景なのだが、暴力的

社会が産み忘れ去ろうとしている様々な課題－を背負っ

講堂という空間を活かしたこの上演形態は、
《Bubbles

な村人「畑さん」が登場する頃から次第に世界がゆが

て歩んでいく。彼女がこの「限界集落」
を抜け出し新し

& Scales [Bricolage i]》や《Etude》、
《Poly Clock

み始める。御仏村見回り隊の正蔵と、正蔵の兄で宗教

い世界を進んで行けるのか否かは、我々観客の今後の

Etude [Bricolage ii]》
で早速効果をあげる。水泡らしき

者の風態の健蔵による村の規律の強制と女性蔑視、暴

行動次第なのかもしれない。

力の連鎖が怒涛のように繰り返される。物語の最後に

音、編集された声、ピンク・フロイドばりに鳴りまくる壊
（１月14日11時の回を鑑賞）

尾形が殺され、良子が家の二階へ逃げ込み、芸人コン

れたメトロノーム音など、非同期的に成立した音が再構
成され、高度な生演奏とともに客席を取り囲む。

おかだ ふきこ／大阪大学演劇学研究室助教●黒沢美香の
『ジャズズ・ダ
ンス』の振りを、未経験の踊り手に
「振り写し」
した舞台を鑑賞。約１週間
の短い稽古を経た踊り手の身体はまだ写し取る
「過程」
で、試行錯誤の
様子に個性が見え面白い。
「尻振り」
から出るエネルギーを振りに映して
動くという手法に惹かれて尻を振ってみたら、楽しくなった。

ビが家から脱出し、村の守り神「観音さま」に村人たち
が食われ、家の中が兄弟姉妹三人だけになった時に、
長女実菜子は全ての記憶を失う。その姉を背負い、引

《Transform and Deform》
はサウンドのサイボーグ
工学とでも言うべきか。ファゴットは、いま目の前で演奏
されているが、機械的な音響と入り乱れて区別がつか

撮影：井上嘉和

ていただろう。望郷の念を駆り立てるようプロパガンダ

の身体を絵筆として用いる技法は、美術史上さまざまに

久保ガエタンのインスタレーション
《塑性と蘇生》にお

試みられてきたし、神馬作品もその系譜に位置付けられ

いても、その問題意識は通底している。ここでは、二つ

的に作り込まれた音声が、ラジオの電波に乗るとき、そ

るだろう。出展作のひとつ
《untitled（wood）》
では、アクリ

の巨大な風船に空気が送られ続けており、見る者は破裂

の親しげな声は歪みを帯びる。その声から距離を保つこ

見えないものの親しさ

ル絵具の黒い地に、作家の指の動きが保存されている。

の予感に恐怖することを強いられる。やがて限界に近い

との困難と、それでもなお隠(さ)れたものを解明せんとす

密林の描写にも似た画面に目を凝らせば、woodという

ほど膨らんだとき、送風は止んで風船がしぼみはじめる

る希望を、本展は巧みに示していた。

雁木聡

文字の連なりが浮かび上がる。

美術

『塑性と蘇生』

が、しばらくの後に送風が再開され、風船は再び膨張す

そもそも文字とは、書かれ、読まれること、可視的であ

る。緊張と安堵の波の中で、普段は意識の外にある我々

ることを前提とした存在である。神馬の実践は、こうした

自身の生命活動が、デフォルメされた姿で眼前に現れる

文字の可視性・視認性を利用しつつも、その表層のみに

のである。

遊ぶことはない。それはまるで、冬の日の結露した窓ガ

不可視性と親密さの奇妙な同居は、久保の
《ラジオサー

2019年1月12日（土）
－2月3日（日）

ラスを指でなぞるように、靄がかかった視界をクリアにす

フィン》
に至って違った展開を見せる。本作品では狭い小

ARTZONE（京都市中京区）

る試みでもある。

部屋の壁一面に、かつて
「スカラー波」
からの防御で話題

平面図とエッセイからなる
《schematic（天球図）》
は、そ

になった某教団のシンボルが貼られている。その部屋の

の試みを指頭画とは別様に展開している。本作品は、作

中には、電波の波形を映すビデオと、この展示に至った

隠蔽と暴露、可視と不可視。これらは芸術の主題であ

家が横浜で一人の外国人女性と出会い、気後れからコ

顛末を語る久保の声、そしてラジオの雑多な音声が喧し

ると同時に、常に政治的な主題でもあり続けてきた。神

ミュニケーション不全に陥った苦々しい経験を、黄道に

く流れる。不特定多数に向けられたその声は、自分ひとり

馬啓佑と久保ガエタンの作品群は、これらのテーマを経

月が交差して起こる日食や月食になぞらえて提示する。

に語りかけられているような感覚をも惹き起こす。

由しつつ、見えなくされた物事をめぐる思考へと誘う。

他者との遭遇によって露呈したのが、他ならぬ作家自身

あるいは、ラジオの声とは元来そのようなものかもしれ

の臆病さだったように、不可視なものはしばしば、我々に

ない。久保がスカラー波を捉えようとする中で受信した、

とって極めて親密なものでありうる。

拉致被害者へ向けた地下放送もまた、その特質を利用し

神馬の平面作品の一角をなすのは、絵の具が乾く前
に指で触れて描いた
「指頭画」
である。むろん、画家自身
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E VEN T C A LE NDA R

かりき さとし／高等学校教員●一昨年にARTZONEで開催した展覧会の
ドキュメントが、ようやく日の目を見そうです。様々な時間感覚の並存する
執筆・編集作業は、面白くもあり、不可解でもあるなぁと感じる今日この頃。

撮影：守屋友樹
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（2/19－3/31）
KAC Curatorial Research Program vol.01『逡巡のための風景』

伝統芸能文化創生プロジェクト
みみききプログラム #2
第4回
「先覚に聴く」
素謡の会
「うたいろあはせ」
第3回
演劇計画Ⅱ-戯曲創作-「S/F —到来しない未来」
KAC S/F Lab.オープンラボvol.7「科学と虚構」
KAC Performing Arts Program 2018 / Music
＃2 増田真結×田中遊 新音頭
『告白』
KAC Performing Arts Program 2018 /
Contemporary Dance
ダンスを語る言葉：トーク vol.2 塚原悠也

みみききプログラム ＃1 明倫レコード倶楽部
「喜怒哀楽のレコードの旅」
［其ノ68］
楽の会

アーティスト・イン・レジデンスプログラム2018：エクスチェンジ滞在制作報告会

KAC Performing Arts Program 2018 / Contemporary Dance
ダンスを語る言葉：
「ダンス批評を書いた後に話す」
／
「ダンス＆プロセス」報告会
『映像歳時記 鳥居をくぐり抜けて風』
上映＋トーク

［明倫WS］
「京都フィロムジカ管弦楽団
［明倫WS］
三原聡一郎
［明倫WS］
ユリイカ百貨店
「台詞を読もう」
室内演奏会」
「表現者の為の電子工作ワークショップ」
［明倫WS］
烏丸ストロークロック
［明倫WS］
O
land
Theater
「
『声』
公開稽古」
「
【シニア向け】
演劇の訓練を使って、感覚を広げよう②」
［明倫WS］
きたまり
「
『あたご』
公開稽古」

［KACセレクション］
Monochrome Circus
［KACセレクション］
『CCMC 2019 Kyoto』
『FLOOD』Dance Performance
［KACセレクション］
金沢舞踏館
『ふいご少年と煙玉少女』
京都公演

「みる・描く－デッサン体験教室」
［明倫WS］
余越保子
「SHUFFLEと山姥について」
［明倫WS］
渡邉野子
［明倫WS］
広田ゆうみ＋二口大学
「私だけの美しい世界を描く～2019春」
「からだで本をよむ 14」
［明倫WS］
きたまり
「振付をつくって踊る」
［明倫WS］
BRDG
「わたしのブンカ」

［KACセレクション］
JCDN
『DOCUMENT Dance Camp!』

図書室休室日：3月29日（金）
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TOP IC 02
KAC Performing Arts Program 2018 / Music ＃2

増田真結×田中遊 新音頭『告白』
KAC Performing Arts Program / Musicでは、ジャンルにと
らわれず新たな音楽を生み出すプログラムを展開しています。
2018年度第一弾の中川裕貴『ここでひくことについて』に続き、
増田真結×田中遊 新音頭『告白』
を3月17日に開催します。

よって意味を離れ、楽器による音とさまざまに関係していく
―今回の新音頭
『告白』
では、このような声を介して文字
から音楽が生まれる過程もお楽しみいただけます。

増田真結（作曲）

田中遊（声）

中村圭介（ピアノ）

音頭から生まれた小説が、増田と田中の約1年にわた

和

楽器のための作品や、声や言葉を素材とした作品

る試行錯誤を経て、再び音楽へと生まれ変わります。音

を手掛けてきた作曲家の増田真結と、自らの声を

と声によって再編された、新しい音頭にご期待ください。

録音・再生しながら行う一人芝居を展開する田中遊。音
楽と演劇という異なる分野で言葉や声に向き合ってきた
二人が、小説を起点として新たな
「音頭」
を創作します。

韓国・大邱で初演した時の映像を見ましたが、田中さんの声のパートは圧巻でし
た。今回はギターも加わり、作品がどのように生まれ変わるのかが楽しみです。
奥村麻衣子（アートコーディネーター）

河内音頭のスタンダードナンバーとして語り継がれる、
「河内十人斬り」
をモチーフにした町田康の長編小説
『告
白』
には、河内弁特有の言い回しや、主人公の脳内で何度
も繰り返される言葉など、文字として読んだ時に浮かび上
がる独特のリズムが存在します。今回、音楽作品を創作す
るにあたり、増田と田中は小説を読み込み、物語の筋道を
追いかけるのではなく、声と音の表現や発話でこそ面白さ
が際立つ箇所を探しました。セリフや擬音語など、文字か
ら音を想像しやすい部分に加え、例えば主人公の思考内
容と発話内容が整合していない様など、物語の構造その

KAC Performing Arts Program2018 / Music ＃2
増田真結×田中遊 新音頭『告白』

日時： 3月17日（日）開場15:30 開演16:00
会場：講堂
構成：増田真結、田中遊
作曲：増田真結
出演：田中遊（声）、中村圭介（ピアノ）、山田岳（ギター）
原作：町田康『告白』
料金：一般前売2,000円／当日2,500円
学生1,500円（前売・当日共）

Profile
増田真結（ますだ まゆ）
中村圭介（なかむら けいすけ）
1981年生まれ。京都市立芸術大学大学院音楽研究科博士
1981年生まれ。京都市立芸術大学音楽学部、
ドイツ国立ハノー
(後期)課程修了、博士号
（音楽）取得。Klanginstallation（ドイ
ファー音楽演劇大学芸術家養成課程、その後文化庁在外派
ツ）
、京都市の派遣により東アジア文化都市2017閉幕式典（韓
遣制度研修生として同大学ソリスト課程へ進む。ドイツ、スペイ
国）、Music From Japan（米国）
などに委嘱作を出品。JCMR
ン、ノルウェーなど国内外のコンサートへ数多く出演。創生劇場
Kyotoとして、平成25年度京都市芸術文化特別奨励者認定。 「歌舞伎舞踏×西洋音楽」
、現代作曲家の新曲初演、オペラ公
京都教育大学講師、京都市立芸術大学非常勤講師。
演など活動は多岐に渡る。神戸市混声合唱団ピアニスト団員。
2016年、グリーグのピアノ作品集
「アリエッタ」
をリリース。
田中遊（たなか ゆう）

俳優／作家／演出家。1974年生まれ。大学在学中に演劇を
はじめる。1997年「正直者の会」
を設立し劇作、演出を務め
る。現在《四次元演劇》
というコンセプトのもとに「戯式（ぎし
（＝田中遊の一人芝居）
（＝複数人でのパフォー
き）」
「戯声（たわごえ）」
マンス）の２プロジェクトを展開中。2012年第14回関西現代演
劇俳優賞、2014年第21回OMS戯曲賞佳作受賞。

※イベント情報（P2）もご覧ください

ものを声と音でとらえることを試みています。文字は声に

山田岳（やまだ がく）
現代音楽の分野においては多くの新作初演を通してギターの
ための新しいレパートリーを開拓するほか、ダンサーや造形家と
のコラボレーションによる舞台制作やパフォーマーとしての活動
など、様々な切り口で新しい表現へのアプローチを試みている。
これまでドイツ、
ベルギー、ハンガリー、
ロシア、
マレーシア、中国、
シンガポール、ベトナムの各都市にて公演。現代音楽演奏コン
クール“競楽IX”第1位。第20回朝日現代音楽賞を受賞。

TOP IC 03

TOPIC 04

KAC Performing Arts Program 2018 / Contemporary Theater

演劇計画Ⅱ-戯曲創作-「 S/F ―到来しない未来」

「Re-search and Re-direction：かかわりの技法」
リサーチ報告会
海外にルーツを持つ京都在住者をテーマに、演劇の作品創作を
行ってきた、山口惠子と川那辺香乃による演劇ユニット
「BRDG」
。
フィールドワークなどのリサーチを通して、ある具体的な状況に
関わっていくなかでの演劇の技法と変容について考察を深めて
きた成果を報告します。

B

RDGは、今年度、ワークショップファシリテーターと

しても活動する川那辺を中心に、海外にルーツを

持つ子どもたちを対象とした新しいワークショップを開
発し、実践する取り組みを行ってきました。これに並行し、
俳優で、舞台作品の演出も行う山口は、演劇の上演作

品の創作に取り組み、2月には海外から京都に移り住ん
だ人たちへのインタビューを素材とし、移住者とその子ど
もたちにフォーカスした作品
『通信ノート』
を発表しました。
ワークショップと作品の上演という、まったく異なるふ
たつの表現の場。同じ課題に向き合っていても、その状
況を共有しようとする人との距離感や、それが語られる
場や状況によって、要求されるリテラシーや繊細さは異な
り、そのちがいが表現方法の展開を生み出していきます。
京都芸術センターでは、BRDGの取り組みに並走し、
リサーチと演劇技法の展開の関係について、定期的
なディスカッションを重ねてきました。今回の報告会で

は、今年度のBRDGの取り組みの成果と、これをふま
えた来年度以降の展望を報告します。また、会の後半
では、ユニークなワークショップを多数開発してきた会
田大也氏をゲストに迎え、来場のみなさんの声も伺い
ながら議論を進めていきます。
ひとつの主題のもと、様々な人とかかわり、異なる場

KAC S/F Lab. オープンラボvol.7

「科学と虚構」

新鋭劇作家が、3ヶ年かけた戯曲創作に取り組む「演劇計画Ⅱ」。2019年3月初旬に戯曲を発表し、オープ
ンラボの最終回として完成した戯曲を囲み、シンポジウムを開催します。

「S

/F ―到来しない未来」
をテーマに、3ヶ年をかけて執筆された新作戯曲が、遂に完成。いず

れも長大な執筆時間をかけた劇作家の問いかけと検証を反映した、重量級の作品です。

松原俊太郎による
『カオラマ』
は、戯曲の構造そのものを作品世界の問題と捉えた第二
稿から更に発展し、戯曲という形式そのものを、現代社会が孕む暴力に読み替える、まさに

でそれを表現しようとする過程で、演劇の方法はどのよ

戯曲形式に対峙した挑戦的な作品となりました。山本健介による
『私たちとは別の五億円世

うに変化していったのでしょうか。そしてそれは、社会と

界』
は、仮想通貨の急激な価格変動や、格差社会への不安から、執筆の間にも刻々と変わ

関係を形づくるなかで、これからどのように発展してい
くのでしょう。演劇や美術の専門家はもちろん、地域課
題や教育の現場に取り組む方も、ぜひお越しください。
人と人がかかわる場所には、それぞれ特有の言葉と秘密があります。それ
を様々な作法で守ったり開いたりする、展開と封緘の作法こそが、演劇の
技術なのかもしれないと考えた、BRDGとのディスカッションの日々でした。
谷竜一（アートコーディネーター）

Profile
会田大也(あいだ だいや)

ミュージアムエデュケーター。東京造形大学卒業、情報科学芸術大学院
大学修了。東京藝術大学大学院映像研究科映像メディア学専攻在学。
山口情報芸術センター[YCAM]にて2003年の開館より11年間、チーフエ
デュケーターとして教育普及を担当。国際交流基金主催、日・ASEAN友
好40周年事業 国際巡回メディアアート展
「MEDIA/ART KITCHEN」
お
よび
「あいちトリエンナーレ2019」
へはキュレーターとして参加。その他、
企業とも協働し、学校以外の場所での教育プログラムの開発や運営に
携わる。また、アーティストとして作品発表も継続的に行う。

KAC Performing Arts Program 2018
/ Contemporary Theater
「Re-search and Re-direction：かかわりの技法」
リサーチ報告会
日時： 2月28日（木）18:00－21:00 会場：講堂
登壇：山口惠子、川那辺香乃（BRDG）ほか
料金：無料 定員：30名（先着順／要事前申込）
※イベント情報（P2）もご覧ください

りゆく資本と所有の実感を、死生観や自然環境についてのリサーチを深め、描き出します。
戯曲の執筆に並走し、定期的に開催してきたオープンラボの最終回として、これらの戯
曲をもとに、戯曲の可能性を語るシンポジウムを開催します。批評家の森山直人、佐々木
敦による両戯曲の読解や、演出家・作家の篠田千明による、戯曲の上演を構想するワー
クショップなどを通して、多角的に両戯曲にアプローチし、その魅力と可能性を語ります。
完成した戯曲は電子書籍として出版される予定です。ぜひご一読ください！
「到来しない未来」
というテーマを掲げ劇作家と並走した3年間。漸くおとずれる
「現在」
は、想像以上と想像の埒外が混ざり合った
思いがけない現象でした。フィクションは現実より出でて現実より現実的。新作戯曲を読んで、ぜひみなさんも上演してください！
（アートコーディネーター）
谷竜一

演劇計画Ⅱ-戯曲創作-「S/F ―到来しない未来」
KAC S/F Lab.オープンラボvol.7「科学と虚構」

日時： 3月23日（土）14:00－18:00
第一部：14:00－16:15 篠田千明による
「ギリギリ上演しないプログラム」
第一部：16:30－18:00 批評とディスカッション
会場：フリースペース
登壇：松原俊太郎、山本健介（委嘱劇作家）、佐々木敦（批評家）、篠田千明（演出家・作家）、
松葉祥一（哲学研究者、同志社大学嘱託講師）、森山直人（演劇批評家、京都造形芸術大
学舞台芸術学科教授）ほか
料金：無料 定員：50名（先着順／要事前申込）
※イベント情報（P2）もご覧ください

演劇計画Ⅱ-戯曲創作- アーカイブウェブサイト
既に発表されている戯曲の第一稿・第二稿や、これまでのオープンラボの様子をご覧い
ただけます。http://engekikeikaku2.kac.or.jp/

BRDGのフィリピンでのワークショップの様子

交通案内
○ 市営地下鉄烏丸線
「四条」
駅／

阪急京都線
「烏丸」
駅22番出口・24番出口より徒歩5分。
○ 市バス
「四条烏丸」
下車、徒歩５分。

開館時間
○ギャラリー・図書室・情報コーナー・

………

10:00－20:00

○カフェ ………………………………………………

10:00－21:30

○ 制作室、事務室 ………………………………

10:00－22:00

チケット窓口

京都芸術センター叢書 二
「伝統芸能ことはじめ」
小林昌廣 著

定価 3,456円（税込）

京都芸術センター窓口、
もしくは下記ウェブサイトより
ご注文いただけます。
http://www.kac.or.jp/shop/
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山田岳（ギター）

〒604-8156
京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2
TEL：075-213-1000

FAX：075-213-1004

E-mail：info@kac.or.jp URL：http://www.kac.or.jp/
twitter：@Kyoto_artcenter
http://www.facebook.com/kyotoartcenter

